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  百万円未満切捨

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期  3,916  △2.5  169  △45.5  253  △4.2  157  △5.7

25年３月期第１四半期  4,015  30.4  311  112.1  264  103.5  166  114.0

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 299百万円（ ％） 42.5   25年３月期第１四半期 210百万円 （ ％） 66.5

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

26年３月期第１四半期  25.41  －

25年３月期第１四半期  26.95  －

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

26年３月期第１四半期  17,188  9,613  55.9  1,554.07

25年３月期  15,859  9,437  59.5  1,525.62

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 9,613百万円   25年３月期 9,437百万円 

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 
  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 
25年３月期  － 0.00 － 20.00  20.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   0.00 － 20.00  20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期（累計）  8,044  2.5  394  △34.7  421  △22.8  250  △25.9  40.46

通期  16,791  9.5  1,280  33.6  1,303  6.4  766  △1.2  123.92

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－ 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期１Ｑ 6,546,200株 25年３月期 6,546,200株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 359,884株 25年３月期 359,884株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 6,186,316株 25年３月期１Ｑ 6,186,316株

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビューの手続きの対象外であり、この四半期決算短信の

開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しております。

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国では金融緩和政策の継続により景気が回復基調にあるもの

の、中国をはじめとする新興国経済は一部を除いて成長が鈍化しております。また、欧州債務問題や中東情勢不安等

もあり、全体としては先行き不透明な状況にあります。 

一方国内経済は、新政権による経済政策への期待から円高是正が進み、輸出関連企業を中心に回復の兆しが見られ

ますが、他方では電力や原材料費の高騰、他国に比較して高い税負担等が重くのしかかり、製造業を中心とした海外

生産・現地調達の流れは変わらず、国内市場の縮小傾向が続くなど、不透明な状態が続いております。 

当社グループの主要取引先であります自動車業界の当第１四半期連結累計期間の状況は、国内販売台数は、1,183

千台（前年同期比6.1%減）と前年は震災復興需要やエコカー補助金等により高水準でありましたが、当期はエコカー

補助金終了の反動などにより減少しました。輸出台数は1,169千台（前年同期比4.3%減）となり、国内生産台数は

2,289千台（前年同期比7.5%減）と国内販売台数の減少と同様な要因から減少しました。 

このような状況の中、当社グループの連結売上高は3,916百万円（前年同期比2.5%減）となりました。損益は、値

上げに伴う電力費の増加、人件費、運搬費などコストが増加し、営業利益は169百万円（前年同期比45.5%減）、円安

による利益押上げ要因もあり経常利益は253百万円（前年同期比4.2%減）、四半期純利益は157百万円（前年同期比

5.7%減）と高水準で推移した前年度より減少しましたが、公表しております予想値と比較しますと、営業利益までは

ほぼ予想通りで為替差益により経常利益以下の利益が予想より増加している状況であります。 

  

当第１四半期連結累計期間における報告セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 車輌関連部品 

当第１四半期連結累計期間におきましては、エコカー補助金終了の反動に伴う国内売上の減少により、当事業の売

上高は、3,748百万円（前年同期比3.3%減）と若干の減少となりました。 

② その他 

当第１四半期連結累計期間におきましては、北米の消費および住宅市場が緩やかに回復する中、主要販売製品の連続

ねじ締め機関連売上が増加し、その他の売上高は、167百万円（前年同期比20.1%増）となりました。 

    

（２）財政状態に関する説明 

（資産の部） 

 総資産は、17,188百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,328百万円増加しました。主な増加は、現金及び預金

451百万円、受取手形及び売掛金169百万円、有形固定資産608百万円であり、主な減少はたな卸資産55百万円であり

ます。 

（負債の部） 

負債は、前連結会計年度末に比べ1,152百万円増加し7,574百万円となりました。主な増加は、未払金270百万円、

流動負債のその他540百万円、長期借入金421百万円であります。主な減少は、賞与引当金161百万円であります。 

（純資産の部） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ176百万円増加し、9,613百万円となりました。主な増加は、四半期純利益157

百万円、その他有価証券評価差額金27百万円、為替換算調整勘定114百万円であり、主な減少は、剰余金の配当金の

123百万円によるものであります。 

以上の結果、自己資本比率は55.9％（前連結会計年度末は59.5％）となりました。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月14日に「平成25

年３月期決算短信」で発表いたしました業績予想を変更しておりません。なお、予想数値は、現時点で入手可能な情

報に基づき判断した予想であり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は今後様々な要因の変化によっ

て大きく異なる結果となる可能性があります。今後修正の必要性が生じた場合は、適時かつ適切に開示してまいりま

す。   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。     

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,869,973 4,321,088

受取手形及び売掛金 3,050,695 3,220,156

電子記録債権 446,495 463,771

製品 443,328 416,727

仕掛品 230,046 234,943

原材料及び貯蔵品 301,494 267,670

繰延税金資産 192,690 266,574

その他 175,681 226,590

貸倒引当金 △1,013 △1,116

流動資産合計 8,709,392 9,416,406

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,028,960 5,115,552

減価償却累計額 △3,352,768 △3,397,257

建物及び構築物（純額） 1,676,191 1,718,295

機械装置及び運搬具 9,303,900 9,762,688

減価償却累計額 △7,547,646 △7,710,939

機械装置及び運搬具（純額） 1,756,253 2,051,749

土地 1,689,781 1,725,133

建設仮勘定 232,881 414,220

その他 4,405,172 4,526,163

減価償却累計額 △4,052,430 △4,119,289

その他（純額） 352,742 406,874

有形固定資産合計 5,707,850 6,316,273

無形固定資産 120,953 138,734

投資その他の資産   

投資有価証券 766,168 817,946

長期貸付金 112,612 74,974

繰延税金資産 166,057 145,944

その他 299,771 301,303

貸倒引当金 △23,317 △23,294

投資その他の資産合計 1,321,293 1,316,874

固定資産合計 7,150,097 7,771,881

資産合計 15,859,489 17,188,287
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,629,925 2,672,517

短期借入金 300,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 86,400 113,271

未払金 774,910 1,045,090

未払法人税等 125,232 172,625

賞与引当金 328,479 167,199

役員賞与引当金 33,500 11,708

その他 331,789 872,088

流動負債合計 4,610,236 5,354,501

固定負債   

長期借入金 1,077,000 1,498,778

退職給付引当金 323,924 305,304

役員退職慰労引当金 335,127 344,100

その他 75,246 71,636

固定負債合計 1,811,298 2,219,819

負債合計 6,421,534 7,574,321

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,095,260 1,095,260

資本剰余金 904,125 904,125

利益剰余金 7,531,439 7,564,962

自己株式 △182,442 △182,442

株主資本合計 9,348,382 9,381,906

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 223,409 251,235

為替換算調整勘定 △133,837 △19,174

その他の包括利益累計額合計 89,571 232,060

純資産合計 9,437,954 9,613,966

負債純資産合計 15,859,489 17,188,287
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 4,015,281 3,916,324

売上原価 3,208,902 3,193,908

売上総利益 806,378 722,415

販売費及び一般管理費 494,620 552,518

営業利益 311,757 169,897

営業外収益   

受取利息 558 461

受取配当金 4,479 5,732

為替差益 － 77,044

その他 7,897 10,364

営業外収益合計 12,935 93,603

営業外費用   

支払利息 2,718 5,487

為替差損 57,563 －

減価償却費 － 2,890

その他 106 1,951

営業外費用合計 60,388 10,329

経常利益 264,304 253,170

特別利益   

固定資産売却益 50 911

特別利益合計 50 911

特別損失   

固定資産除却損 457 121

投資有価証券評価損 599 －

特別損失合計 1,056 121

税金等調整前四半期純利益 263,298 253,960

法人税、住民税及び事業税 150,418 165,624

法人税等調整額 △53,888 △68,914

法人税等合計 96,530 96,710

少数株主損益調整前四半期純利益 166,768 157,249

四半期純利益 166,768 157,249
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 166,768 157,249

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22,321 27,825

為替換算調整勘定 65,878 114,662

その他の包括利益合計 43,556 142,488

四半期包括利益 210,325 299,738

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 210,325 299,738

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

   

セグメント情報  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連続ねじ締め機、ねじ 

          連綴体及び柑橘類皮むき機等の製造販売の新規事業品等事業であります。 

２．セグメント利益の調整額△163,250千円には、報告セグメントに配分していない全社費用が含まれて

    おります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連続ねじ締め機、ねじ 

          連綴体及び柑橘類皮むき機等の製造販売の新規事業品等事業であります。 

２．セグメント利益の調整額△187,317千円には、報告セグメントに配分していない全社費用が含まれて

    おります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注１） 

合計 
調整額  
（注２）  

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注３） 

車輌関連部品事業 

売上高          

外部顧客への売上高  3,875,724  139,556  4,015,281  －  4,015,281

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  3,875,724  139,556  4,015,281  －  4,015,281

セグメント利益  468,257  6,750  475,008  △163,250  311,757

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注１） 

合計 
調整額  
（注２）  

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注３） 

車輌関連部品事業 

売上高          

外部顧客への売上高  3,748,769  167,554  3,916,324  －  3,916,324

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  3,748,769  167,554  3,916,324  －  3,916,324

セグメント利益  332,355  24,859  357,214  △187,317  169,897

㈱ムロコーポレーション（7264）　平成26年３月期　第１四半期決算短信

- 7 -


	2013年6月期短信サマリー_4
	2013年6月期短信本文_4



